
入場料無料

世 田 谷 区 にゆ かりの ある
音 楽 家・ミュージシャンによる

様 々 なジャンル の 音 楽 をお 楽しみ 頂 けます 。
　　　 主 催 ： ＮＨＫ放送技術研究所　　共 催 ： 公益財団法人せたがや文化財団音楽事業部　　協 力 ： せたがや音楽プロジェクト
お問い合わせ ： 03-5494-3399（平日10：00～18：00 ※12：00～13：00は除く） ＮＨＫ放送技術研究所「せたがや秋の音楽まつり」係　

東京都世田谷区砧1-10-11

日
12:00
（開場予定 1 1:30）

16:30
ＮＨＫ放送技術研究所
講堂・１Ｆエントランス

M A P

アクセス

〒157-8510 東京都世田谷区砧1-10-11 

・ いずれも「NHK技術研究所」で下車

小田急バス/東急バス
のりば1 神戸屋フォーニル前
渋24　渋谷駅

小田急線　成城学園前駅　南口から
(所要時間 ： 約10分)

小田急バス/東急バス
のりば【3】 渋谷駅バスターミナル
渋24　成城学園前駅　西口

バス
のりば【0】 渋谷駅バスターミナル
渋26　調布駅　南口

渋谷駅から
(所要時間 ： 約40分)

東急バス
のりば【3】 用賀駅バスターミナル
等12　成城学園前駅
用06　成城学園前駅（平日のみ）

東急田園都市線　用賀駅から
(所要時間 ： 約15分)

東急バス
のりば2 三菱東京UFJ　ATM前
等12　等々力操車所
用06　用賀駅（平日のみ）
都01　都立大学駅　北口

東急バス
のりば【4】 二子玉川駅バスターミナル
玉31　成育医療研究センター
玉32　美術館 （休日のみ）

東急田園都市線　二子玉川駅から
(所要時間 ： 約25分～35分)

※上記の所要時間は、交通事情により異なる場合もあります。

  第4回

 せたがやバンドバト
ル

敗者復活戦！

LIVE IN NHK技研！
決勝大会出場最後

のイスを賭けて、

バンド達の熱き戦
いが繰り広げられ

ます！

開催!!

2016年

1/24 日

1990年、上々颱風のヴォーカル
としてデビュー。東日本大震災
を経て「白崎映美&東北6県ろ
～るショー!!」結成のほか様々
なスタイルでの音楽活動、舞台
やTV出演、執筆など活動の幅
を広げている。山形県酒田観光
大使、モッシェ山形代表理事。

白崎 映美
司会&ゲスト

決勝大会！せたがや
バンドバトル

第4回
審査委員長 湯川 れい子／ ゲスト 木根 尚登
2016年2/21● 会場 世田谷区民会館日

※駐車場がございませんので公共交通機関での来場をお願いします。
※講堂のプログラムは小学生未満のお子様の入場をご遠慮頂きます。
※満席の場合は入場できないことがあります。



［12：00～16：30］

講  堂

クラシック・ジャズ ステージ
［12：30～16：00］

1Fエントランス

フリージャンル ステージ

和音楽大学大学院修了。現在、
昭和音楽大学附属ピアノアー

トアカデミーに在籍。数々の賞を受賞
し、2013年には、スイス、モントルー・
ジャズ・フェスティバル・ソロ・ピアノ・
コンペティションにて、日本人女性初
のファイナリストとなる。2014年11
月、全曲ソロピアノ・オリジナル作品
のデビューCD「Thanks!」をイノ
セントミュージックより発売。クロス
オーバーなオリジナル曲とトークも
交えたソロピアノコンサートは、高い
評価を得ている。

細川 千尋
ジャズピアノ

朋女子高等学校音楽科卒業。
桐朋学園大学音楽学部在学中

より本格的に歌手としての音楽活動
をスタート。数々のライブを経て、
2005年女性ユニット『ナナムジカ』
としてメジャーデビュー。ドラマ、
CMの主題曲として抜擢される。
2 0 0 7 年 活 動 休 止 後 、西 島 梢 、
cosmignon名義でヴォーカリス
ト、作詞、作曲家として活動を開始。
ミュージカルの音楽監督、歌唱指
導なども務める。

桐

ピアノ：岡 ナオキ　ギター：山口 俊樹　ヴィオラ：萩原 薫

ンガリー出身のコハーン・
イシュトヴァーンは世界でも

数少ないクラリネットソリストの一
人。1990年ブダペストにて音楽一
家のもとに生まれ、弱冠9歳で舞台デ
ビュー、13歳でバルトーク音楽院英
才教育コースに入学。ハンガリー国
立リスト音楽大学卒業後の2013
年7月に活動拠点を日本に移した。
現在、特別特待奨学生として東京音
楽大学大学院において研鑽に励んで
いる。ハンガリー・日本で主要オーケ
ストラとコンチェルトを協演、また
ソロリサイタルや室内楽の活動を展
開する他、2014年からは作曲家と
しても活動の幅を広げる。

ハ

コハーン・
イシュトヴァーン
クラリネット

野学園高校音楽科、桐朋学園
大学音楽科卒。桐朋学園音楽

賞受賞。
日本学生音楽コンクール小学校の部
全国一位、日本音楽コンクール入賞、
安宅賞など多くの賞を受賞する。
これまでの実績から「爆発的ヴァー
チュオーソ」と絶賛される。
1997年より2013年までコンサーツ・
イン・喜多見（後援国本学園）、及び
2002年より由里PASSIONミュー
ジックのコンサートを毎年開催。
2013年よりHANA-CHA-CAFE
(相模原）にてコンサートシリーズを
開催している。

上

永井 由里
ヴァイオリン

夜のギターズ
ギター

おと楽団ジキジキ」は、その
名の通り「めおと」で結成さ

れたにぎやかな「面白ユニット」。
突っ走り続ける熟年ロッカー“世田
谷キヨシ”と、元祖「ピアニカデコ弾
き」 家元“カオルコ”の、笑いあり、感
動あり、そして時には涙ありの怒濤の
ステージを体験できる。

「め

めおと楽団ジキジキ 
面白音楽

009年10月よりYouTube
にてピアノ弾き語り動画の配

信を始め、総再生数400万回以上の
アクセスを記録。「MUSIC FAIR」

「ザ少年倶楽部プレミアム」などの音
楽番組にもコーラス出演する。
優しく繊細かつ力強さを兼ね揃えた
歌声と、琴線を揺らすドラマティック
な旋律は、唯(ただ)ひとつの世界観
を紡ぎ出す。 
喜怒哀楽、ありのままを表現して
生きていくという意味から『Life In 
The Raw』をテーマとして掲げ活動
をする。

2

大場 唯
ピアノ・ボーカル

011年ファーストミニアルバ
ム「たたかう人」には同年発生

した東日本大震災直後に書き下ろし
たメッセージソング「やさしく強く」も
収録。
どこか懐かしくも独特の世界観を持
つ歌詞と優しいメロディーが心をつか
む。その透きとおる歌声に今後の活動
への期待が高まる。また、広瀬香美
音楽学校の発声講師としてや、洋楽
を歌うボーカリストとしても横浜関
内、赤坂などで活躍中。
現在、今年発表予定の二枚目のアル
バムを制作中。

2岡県福岡市出身。物心ついた
頃から歌手を目指し高校生

より本格的に歌を学ぶ。その頃から
バーでの定期的なライブ活動を始
める。
大学より上京し洗足学園音楽大学に
入学。在学中よりライブ活動やCD制
作、バックコーラスやボイストレー
ナーとして仕事をし、ヒーローショー
MCも努める。卒業後は、地方でのお
祭りや温泉地、ショッピングモールや
学園祭などでのライブ活動を行う。

福

安本 彩
ピアノ・ボーカル

京都世田谷区出身。高校時代、
コーラス部で声楽を学び、のち

に作曲家長浜千寿氏に師事。スタジオ
ヴォーカリストとして、カラオケガイ
ドヴォーカルや、天童よしみ・川中美幸・
島津亜矢などのレコーディング仮唄や
CMソング、ゲームサントラなど幅広
く活躍。中でもカラオケガイドヴォー
カルでは100の声を持つと言われ、坂
本冬美、大月みやこ、一青窈、元ちとせ
など、演歌からポップスまで数多くの
アーティストの楽曲を担当、これまで
3,000曲を超える。

東

田才 靖子
歌手

サワイリエ
（沢井利江）
フォークロック

昭 カスギケイと潮田和也による、
インストルメンタルのアコー

スティックギターデュオ。
オリジナル曲からジャズ、映画音楽、
ポップスなど幅広いジャンルの美しい
メロディとコード進行を持つ曲を、
タカスギケイがメロディとアドリブ、
潮田が伴奏を担当し演奏するのが
基本。2014年10月結成。月に3～
4回のペースで演奏を行っている。

タ

12：00 13：00 14：00 15：00 16：00
15：00～ 16:00～15:30～13：00～12：40～12：20～12：00～ 14：30～

休憩・入替永井 由里
（ヴァイオリン）

13：45～

西島 梢
（ボーカル） ＮＦＯ５

コハーン・
イシュトヴァーン

（クラリネット）

細川 千尋
（ジャズピアノ）

12:30～ 13:30～13:00～ 14:30～14:00～ 15:30～15：00～
夜の

ギターズ
（ギター）

大場 唯
（ピアノ・ボーカル）

めおと楽団
ジキジキ
（面白音楽）

田才 靖子
（歌手）

安本 彩
（ピアノ・ボーカル）

沢井利江
トリオ

（フォークロック）
ＮＦＯ４

12：00 13：00 14：00 15：00 16：00

※小学生未満のお子様の入場をご遠慮頂きます。 ※1部と2部につきましては、入場入れ替え制となります。 ※演奏中の入退場はご遠慮頂きます。

Fl ： フルート　Ob ： オーボエ　Cl ： クラリネット　Fg ： ファゴット　Hr ： ホルン　Vn ： ヴァイオリン　Va : ヴィオラ　Vc ： チェロ　Pf ： ピアノ

＊ 曲目や出演者は変更になる場合があります

Cl ： 茂手木 秀樹　 Cl ： 唐木田 信也　
Fg ： 高橋 賢太郎

Fl ： 比留間 伸行　Ob ： 横山 薫　Cl ： 濱住 啓之
Fg ： 高橋 賢太郎　Hr ： 高山 英男

Pf ： 内海 雅美　Cl ： 濱住 啓之　Va ： 角田 幹夫Fl ： 山下 博央 Ob ： 佐橘 晴男　
Cl ： 唐木田 信也 Fg ： 金坂 哲　Hr ： 近藤 利昭

＠モーツァルト 
　ディベルティメント　KV439b　
　第4番

＠ダンツィ 
　木管五重奏曲　作品56-2 
　ト短調(1 ,2 ,4楽章)

＠ジブリなど
　馴染みのある曲から

＠モーツァルト 
　ピアノ、クラリネットとヴィオラのための三重奏曲 変ホ長調
　K.498「ケーゲルシュタット・トリオ」1楽章、3楽章

Fl ： 山下 博央　Vn ： 荒木 拓哉
Va ： 角田 幹夫　Vc ： 田丸 順

＠モーツァルト 
　フルート四重奏曲　
　イ長調　K.298

ＮＦＯ 2 ＮＦＯ 4 ＮＦＯ 5ＮＦＯ 3

Fl ： 比留間 伸行 Ob ： 横山 薫　 Cl ： 濱住 啓之
Fg ： 高橋 賢太郎 Hr ： 高山 英男

＠Farkas  
　５つの古風な舞踊
　（Ant iche Danze Ungheres i )  

ＮＦＯ 1

アーティスト プロフィール

ＮＦＯ１ ＮＦＯ2 ＮＦＯ3

1部 2部

ピアノ伴奏：湯浅 ちさ

ＮＨＫフレンドシップ管弦楽団（NFO）メンバー … NHKと関連団体で働く職員・社員を中心に構成されたアマチュアの管弦楽 団です。

パントマイム：佐々木 諒

ピアノ：エルトン永田　
ベース：谷口 幸生

西島 梢
ボーカル

いつでも、どなたでもご鑑賞いただけます！

ピアノ伴奏：追川 礼章


